
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆ 

１．この点字図書目録は、平成２４年４月から、平成２５年３月の間に、熊谷

点字図書館に新入した蔵書をまとめたものです。 

２．分類は、日本十進分類法（新訂９版）を基に分類し、児童図書は別記に分

類しております。 

３．記載事項は、分類番号・書名・著訳編者名・巻数・発行所・内容（記載し

てないものもある）の順とし、分類は３桁としました。 

４．点字データは、冊子での貸出ができます。 

５．逐次刊行物の記載事項は、形態・タイトル名（おもな内容）・発行所の順と

しました。 

 

 

◆◆◆◆◆  利用案内  ◆◆◆◆◆ 

１．利用方法 

目の不自由な方で、登録された方は、どなたでも無料でご利用できます。

申し込みは、直接来館していただくか、電話または手紙でも結構です。希

望書を郵送致します。 

  県外の方は、最寄りの図書館等を通しご利用ください。 

２．貸出と閲覧 

  貸出巻数…原則として、１人１回５タイトル。 

貸出期間…郵送にかかる日数を除く、１５日以内。 

（点字雑誌においては、１週間以内。） 

３．開館時間 

月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

４．休館日 

毎週土・日、祝祭日、１２月２９日～１月３日（年末年始） 

 

＊貸出延長の場合は、電話でご連絡ください。 

＊貸出の点字図書は、点字郵便物として郵送料は無料となっておりますので、

お気軽にご利用ください。 

＊ご意見、ご希望、お気付きの点がございましたら、ご連絡ください。 



分類 書　　　　　名 著訳編者名 巻数 発　行　所

０．総記

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

１．哲学・宗教

１００の思考実験 ジュリアン・バジーニ 日本ライトハウス

あなたはどこまで考えられるか 向井和美　訳 （点字データ）

2

和田秀樹 2146
「こころのピンチ」を救う
シンプルな考え方

　どうにもならないピンチは存在しない！うまくいかない時は、うまくいかない
方法を進めているだけ。うまくいく方法を選び直せばいい！（２００８年）

一般図書

002

　なぜ大人は「若いうちにもっと勉強しておけばよかった」というのか？この疑
問に答えるべく各界のトッププロ６名が集結。すべての１６歳と、かつて１６歳
だった大人たちに贈る特別講義第２弾、ついに開講！（２００９年）

１６歳の教科書　２
「勉強」と「仕事」はどこで
つながるのか

６人の特別講義プ
ロジェクト＆モー
ニング編集部　編

3

141

5

横須賀点字図書館和田秀樹

11

　新しい臨床心理学のあり方を、初学者にもわかるように体系的に解説する。
（２００３年）

146 よくわかる臨床心理学 下山晴彦　編
鹿児島県視聴覚

障害者情報
センター

たいせつなところで迷わない
「１分間決断力」

　「思考のムダ」がなくなり、グズが直る！雑情報や周辺情報にとらわれず正解
に近づくことができる、スピード感ある思考法「１分間決断力」を紹介。
（２０１１年）

小牧市立図書館

104

3

　列車の暴走で４０人が死にそうなとき、５人だけ死ぬ方にレバーを切り替える
としたらどうするか…。選りすぐった難問を紹介。イギリスの哲学誌編集長であ
る著者がそれぞれに考察を加え、さらに思考を深めるための問いかけを読者に投
げかける。（２０１２年）

　日本ブログ大賞受賞。悲しみよ、こんにちは…。恋の悲劇だけが生み出す、ク
スッと笑えるエッセンス。ヘコんだけど、人に言いたい悲しい実体験集。
（２００５年）

　著作権の独占と共有のバランスはどうあるべきか。様々な事例を挙げながら、
変わりゆく著作権のかたちを解説する。（２０１０年）

日本点字図書館

049 彼氏彼女に言われた悲しいセリフ 1

021
著作権の世紀
変わる「複製の独占制度」

スマイル　編

福井健策

1



２．歴史・地理

当　　館

（点字データ）

日本ライトハウス

（点字データ）

Ｃ．マイケル・メラー

　「オトナの好奇心」を揺り動かす見学可能なスポットをジャンル別に紹介し、
お薦め度を表示。見学のお楽しみ情報も満載。(２０１１年）

4 日本点字図書館291 群青洋介　監修オトナのための社会見学ガイドブック

290
斜線の旅
Transversal　Jouneys

菅啓次郎 4

日本点字図書館金子昭
田中美織
水野由紀子　共訳

　６点式点字考案者ルイ・ブライユの伝記。ブライユ自身が書いた数多くの手紙
を紹介しながら、当時の歴史的、社会的背景の中でブライユの生涯を描く。
（２０１２年）

ルイ・ブライユの生涯
天才の手法

289

　ニュージーランドを拠点に、南太平洋の島々を旅し、旅について、旅の記述に
ついて、行くことと留まることについて、こぼれ落ちる時間のなかから思考をす
くいあげて綴った紀行文学。第62回読売文学随筆・紀行賞受賞。(２００９年）

　ドラッカー理論を業務に役立てるために、仕事の現場で遭遇する問題２６と用
意された選択肢を掲載し、ドラッカーの答えと実例・実践例を紹介する。
（２０１１年）

荒俣宏　監修 福岡社会福祉協議会

世紀のラブレター

　スゴイ人、ヘンな人、フシギな人など、２２６人の日本人を解説。内容への理
解がより深まる参考図書の紹介や関連する内容の項目も表記。（２００９年）

281 梯久美子

ドラッカー実践力検定
仕事の「意外な近道」２６の
新発見

竹内一正 2

日本点字図書館

日本点字図書館

3

戸石四郎

159

　幕末に起きた安政大地震。大津波で壊滅した故郷の村を救うため、醤油屋当
主・浜口梧陵は私財を投じて大防波堤の建設に立ち上がった。梧陵の業績と生き
方を今日的視点から再評価する伝記読み物。（２００５年）

　「なぜそんなにいい女体なのですか」「覚悟していらっしゃいまし」－明治か
ら平成の百年、歴史を彩った男女の類まれな、あられもない恋文の力をたどる異
色のノンフィクション。（２００８年）

289
津波とたたかった人
浜口梧陵伝

281 アラマタ人物伝 7

2

4

2



３．社会科学

　国会および弾劾裁判所、国立国会図書館、法制局の組織・運営等を定めた「国
会法」、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた
「行政代執行法」、行政庁の違法、又は不当な処分などに対する不服申し立ての
手続を定めた「行政不服審査法」を収録。（２０１２年）

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

日本点字図書館

1 日本点字図書館

3 日本点字図書館

日本点字図書館

日本点字図書館

　検察官が独占する起訴の権限（公訴権）の行使に民意を反映させてその適正を
図るため、地方裁判所及びその支部の所在地に設置される検察審査会について定
めた法律。（２０１１年）

320 検察審査会法 1

320

公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律
一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律　他

戸籍法
任意後見契約に関する法律

　表題のほか、特定非営利活動法人について定め、特定非営利活動の健全な発展
を促進することを目的とした「特定非営利活動促進法」を収録。（２０１２年）

　消費者金融などの貸金業者の業務の適正化及び顧客等の利益の保護を図ること
を目的とした法律。（２０１１年）

4
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

貸金業法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

　各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定めた「戸籍
法」と、任意後見契約の方式、効力、任意後見人に対する監督等を定めた「任意
後見契約に関する法律」を収録。（２０１１年）

国会法
行政代執行法
行政不服審査法

320

320

　人身事故に対する損害賠償を保障する制度を確立し、被害者の保護を図ること
を目的とした「自動車損害賠償保障法」、製造物の欠陥により損害が生じた場合
の製造業者等の損害賠償の責任を定めた「製造物責任法」、失火者の責任を定め
た「失火ノ責任ニ関スル法律」を収録。（２０１１年）

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

1

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

日本点字図書館320
自動車損害賠償保障法
製造物責任法
失火ノ責任ニ関スル法律

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

320

　国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事事件の審理に参加する裁判
員制度について、必要事項を定めた法律。（２０１１年）

日本点字図書館

320
裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律

3



子ども・子育て白書（概要編）

平成２３年版

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

自殺対策白書（概要編） 日本点字図書館

平成２３年版 （点字データ）

福祉行政報告例の概況

平成２２年版

　高利を取り締まり、債務者を保護することを目的とした「利息制限法」と、出
資金の受入れ、預り金、金銭貸借の媒介手数料、金利等について規制する「出資
の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」を収録。（２０１１年）

日本点字図書館

　「子ども・子育てビジョン」に基づいた施策の推進状況、「子ども・子育て新
システム」の構築に向けた検討状況等についての説明、平成２２年度に講じた子
ども・子育て支援策の概要をまとめる。（２０１１年）

日本点字図書館

　表題のほか、スポーツの基本理念やスポーツに関する施策の基本事項等を定め
た「スポーツ基本法」を収録。（２０１２年）

320

障害者基本法
障害者虐待の防止、障害者の
擁護者に対する支援等に
関する 法律　他

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

320
利息制限法
出資の受入れ、預り金及び
金利等の取締りに関する法律

369

　各都道府県、指定都市、中核市の社会福祉関係業務の実績報告の概要をまとめ
たもの。身体障害者福祉、老人福祉,児童福祉等の実績が数量的に把握できる。
（２０１１年）

1 日本点字図書館

　人口減少による国力低下を防ぐため、本格的な移民受入れを議論する。その経
済的効果は？本当の受入れリスクは？国際交流のスペシャリストによる、新しい
日本再生論。（２０１１年）

2326

日本点字図書館

361
聞く力
心をひらく３５のヒント

阿川佐和子 3

街場のメディア論 内田樹

日本点字図書館内閣府政策統括官　編

334 3毛受敏浩
人口激減
移民は日本に必要である

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

　２秒の「……」で人間関係が変わる。プライベートにビジネスに相づちの打ち
方から会話のツボまで。（２０１２年）

内閣府政策統括官　編 2

　我が国での自殺の現状、自殺対策の経緯等の説明、平成２２年度に政府に講じ
た施策の概要をまとめる。（２０１１年）

3361

　テレビ視聴率の低下、新聞部数の激減、出版の不調…。未曾有の危機の原因は
どこにあるのか？「贈与と返礼」の人類学的地平からメディアの社会的存在意義
を探り、危機の本質を見極める。（２０１０年）

368

1

厚生労働省　編

4



高齢社会白書 日本点字図書館

平成２３年版 （点字データ）

障害者自立支援法とは…

制度を理解するために

広瀬浩次郎

嶺重慎

松井進

雷坂浩之　他

犯罪被害者白書（概要版） 日本点字図書館

平成２３年版 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

千葉点字図書館

1

和田秀樹

　２０１２年３月時点に於ける障害者自立支援法の概略を紹介する。
（２０１２年）

　「絶望的な劣等生だった自分を東大理Ⅲ現役合格に導いた」と著者自ら語る驚
異の勉強法を公開！即得点数アップに結びつく”受験要領”を伝授する、すべて
の受験生必読の「虎の巻」。（２００３年）

日本点字図書館

受験は要領　難関大学も恐くない

福島視覚情報
サポートセンター

　我が国の高齢化の状況等を検証、分析、平成２２年度の実施状況、平成２３年
度に講じようとする高齢社会対策の概要をまとめる。（２０１１年）

内閣府政策統括官　編 2369

2

4371 「自分がない症候群」の恐怖

369

内閣府政策統括官　編

3鈴木昭平

　改善指導成功の秘訣が満載！２０人（２～３９歳）の感動の改善レポートを一
挙掲載！喜びの声がいっぱいです。（２０１１年）

3

378 子どもの脳がどんどん良くなる

1

日本点字図書館東京都社会福祉協議会　編

376

369
さわっておどろく！
点字、点図がひらく世界

　第１章では、「第２次犯罪被害者等基本計画」の策定の経緯、概要を特集、第
２章では、各府省庁が講じた犯罪被害者のための施策の概要をまとめる。
（２０１１年）

3

和田秀樹

　“周囲の人と同じような自分”でなければ不安でしかたがない…そういう若者
が急激に増殖している。現代日本社会に潜む精神の問題を、気鋭の精神科医が分
析。（２００１年）

369

　「さわる文化」を提唱する文化人類学者と点図教材の普及に携わる天文学者
が、さわる文化の広さと深さ、点字の重要性、点図の魅力と作製方法などを紹
介。（２０１２年）

街で白い杖をみかけたら369

　視覚障害者が単独で町を歩いているのを見かけた際の対処の仕方を説明。
（２０１２年）

桜　雲　会

5



特別支援学校学習指導要領解説

平成21年6月　自立活動編

（幼稚部・小学部・高等部）

「拡大教科書」作成マニュアル　

拡大教科書作成へのアプローチ

ヒトラー・ユーゲントの若者たち Ｓ．Ｃ．バートレッティ

愛国心の名のもとに 林田康一　訳

当　　館

（点字データ）

４．自然科学・医学

加藤皓一

藤瀬裕

クリスタル・ローソン

大森充香　訳
日本ライトハウス5

ダーウィンと進化論
その生涯と思想をたどる

  視覚障害者のために化学全般を解説。

3

1 新潟点字図書館続・化学の世界

神戸点字図書館

文部科学省

　わが子の障害に最初はショックを受けながらも、子育てを通して、やがてその
人生を「まんざらじゃない」と感じるようになった４人の女性たち。彼女たちと
の対話を通じて、どのように人生を豊かにしていったのかを紹介。
（２００４年）

　図版や写真が多い社会、理科についての「拡大教科書」作成に関する調査・研
究の中で明らかになった「拡大教科書」の作成方法、編集方針について解説。弱
視児童生徒にとっての拡大教材の意義や、これまでの「拡大教科書」作成につい
ての取り組み、その電子化等についても述べる。（２００５年）

日本ライトハウス

430

　監視下の生活、偽装経歴、脱出の誘惑、飢餓と配給…。拉致被害者の著者が
「北」での２４年間を綴った迫真の手記。北朝鮮の招待所生活で接した人たちや
平壌市内の市民等についても叙述。（２０１２年）

松金功

　１９３０年代ドイツ、ナチス躍進のかげには若者たちの存在があった。実際に
活動していた「元ヒトラー・ユーゲント」へのインタビューなどから、当時何が
行われていたのかを明らかにしていく…。（２０１０年）

379

埼玉点訳研究会

日本点字図書館

378
この子がいる、しあわせ
わが子の生涯を抱きしめて

　イギリス人博物学者チャールズ・ダーウィンの伝記。裕福な家庭に生まれ、優
秀とはいえなかった少年が、偉大な博物学者へと成長していくまでの道のりを辿
る。進化による骨の形態変化や遺伝の原理を示す図も触図化。（２００９年）

467

山田敏太郎　編388
埼玉の深い魅力を探る
幻想百物語　埼玉　妖怪編

1

4

391 拉致と決断 蓮池薫 4

4

　表題のほか、教育基本法、学校教育法（抄）などの参考法令や、特別支援学校
指導要領の総則も収録。（２００９年）

378
国立特殊教育
総合研究所

2 日本点字図書館

378

6



481 どうぶつのひみつ　タッチミー 1 日本ライトハウス

日本点字図書館

（点字データ）

５．技術・工学・生活科学

日本点字図書館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

日本点字図書館

2

1

宮村健二
手渡しで伝えたい
情報コーディネート鍼灸

厚生労働白書
平成２２年版

498 内閣府政策統括官　編

3

　長年鍼灸臨床に携わってきた著者が、「情報発信」をキーワードに鍼灸理論と
技術を一体化した鍼灸臨床への提言。鍼灸療法を「刺激」から「情報発信」に、
「鍼灸本位」から「生体本位」として捉え直すことにより鍼灸の本質に迫ろうと
する。理論だけでなく、生体の状態に適合した最適な鍼灸技術を具体的に挙げて
解説。（２０１２年）

日本点字図書館

490

　ワシ、シマウマ、ヘビ…個性あふれる動物たちのひみつ！本物の動物に会った
と思ってやさしくさわってね。（２００９年）

日本ライトハウス4

　私たちの生活は、生物多様性に支えられている。衣食住という身近な視点か
ら、危機にある生物と暮らしとの関連、生物多様性がなぜ大切なのかを考える。
（２０１１年）

543
知りたくないけれど、
知っておかねばならない
原発の真実

　子どもを守るには、どこまで逃げれば安全か？原発から出る膨大な核のゴミは
１００万年消えない。放射能被爆に「安全な基準値」など存在しない。３・１１
直後から東電と政府のウソを訴え続けた良心の学者と、ただ一つの番組、衝撃の
単行本化。(２０１１年）

小出裕章

4つながる脳

香坂玲

498

　脳科学はヒトを幸せにできるか？「つながる」をキーワードに、「脳と社会」
の関係性から、脳の解明を目指す。第６３回毎日出版文化賞自然科学部門受賞。
（２００９年）

　旧社会保険庁をめぐる問題や薬害肝炎問題を取り上げ、その反省点を整理。そ
れらの問題をふまえ、年金・社会保険行政、医薬品行政、健康行政における取組
みなどを紹介。（２０１０年）

厚生労働省　編

519
生物多様性と私たち
ＣＯＰ１０から未来へ

　「第２次食育推進基本計画」の概要等を紹介。平成２２年度に講じた、家庭、
学校、保育所、地域等における食育推進施策の概要をまとめる。（２０１１年）

18

藤井直敬491

食育白書　（概要版）
平成２３年版

7



「僕のお父さんは東電の社員です」 当　館

　小中学生達の白熱議論！

　３・１１と働くことの意味 （点字データ）

女子栄養大学の学生食堂

５００kcalからの好バランス定食

６．産業

日本点字図書館

（点字データ）

日本点字図書館

（点字データ）

日本点字図書館

（点字データ）

日本点字図書館

　女子栄養大学の学生食堂で人気のある、低カロリーで栄養豊富なメニューのレ
シピ集。定食３０選と、副菜とデザート２０選のレシピを紹介する。
（２０１１年）

2ＰＨＰ研究所　編596

　視覚障害者が読んで理解し、料理ができるレシピ集。季節の食材を使った料理
や、素材を生かした料理、世界の家庭料理などを収録。料理の由来や食材につい
ても解説。（２０１１年）

すこやか食生活協会

543 森達也 3

　今この国の大人たちに子どもたちの声は聞こえていますか?（２０１１年）

548
ロボットとの付き合い方、
おしえます。

　ロボットを考えることは、未来を考えること。宇宙探査、災害救助から介護の
現場まで、人気ＳＦ作家が最先端のロボット研究を通して、未来への関わり方を
考える。（２０１０年）

　食材の購入から調理の下準備、調理、盛り付け、後片付けまでの行程において
必要となる基礎知識を解説。（２０１２年）

3 日本ライトハウス瀬名秀明

すこやか食生活協会596
調理の基礎知識
食材の購入から後片付けまで
平成２４年１２月

1

ひとりでできる家庭料理
五感で調理するレシピ集

日本盲人社会
福祉協議会

3 総合支援センターちば596

681
交通安全白書　（概要版）
平成２３年版

内閣府政策統括官　編 2

近代都市パリの誕生
鉄道・メトロ時代の熱狂

　鉄道建設への情熱と、メトロへの期待が沸騰していた１９世紀パリ。熱狂と葛
藤、様々な対立のなかで、パリは、なぜ都市の歴史を守り、美しい街並みを保つ
ことができたのか？第３２回サントリー学芸賞受賞。（２０１０年）

689

　旅行代理店等に勤務する人に必須の資格である「国内旅行業務取扱管理者」の
資格試験の参考書。出題内容を効果的にまとめ、練習問題と解説を掲載。
（２０１１年）

北河大次郎 4

689 児山寛子 7
一発合格！国内旅行業務取扱
管理者試験テキスト＆問題集

　陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成２２年度の交通事故の状況及び交通安
全施策の実施状況、平成２３年度の交通安全施策の計画の概要をまとめる。
（２０１１年）

8



日本点字図書館

点字製作課　編

当　　館

（点字データ）

日本点字図書館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

日本ライトハウス

９．文学　　－　日本文学　－

当　　館

（点字データ）

782

783 西芳照

走れ、優輝！
最後まであきらめないで

川内美加

サムライブルーの料理人
サッカー日本代表専属シェフ
の戦い

　略字を用いた点字と略字を用いない点字を併記。要約、章ごとのあらすじ、巻
末辞書などの日本語ナビゲーションにより、原文をそのままに楽しみ、読み進め
ることができます。（２００７年）

2

　世界で戦うサッカー日本代表の選手達を「食」で支えてきた専属シェフの奮闘
記。ワールドカップからアジアカップ優勝までの舞台裏を明かす。
（２０１１年）

5

８．言語

　市民ランナー・川内優輝の母が息子たちと歩んだ２５年。ずっと傍で見守って
きた母だからこそわかる息子・川内優輝の素顔。優輝本人が語る信念も掲載。
（２０１２年）

902 出生の秘密

902

ナビつき洋書
Alice's Adventures　in
Wonderland
（不思議の国のアリス）

大作家“ろくでなし”列伝
名作９９篇で読む大人の痛み
と歓び

福田和也

ルイス・キャロル 8

3 横須賀点字図書館

13

　志賀直哉はキレまくったＤＶの狼籍者。ドフトエフスキーは自意識過剰のギャ
ンブル中毒。川端康成は何ひとつケジメをつけない極限の無頓着…。２４人の巨
匠の秘密を晒す。（２００９年）

三浦雅士

　テーマ別読解法１８題＋設問攻略法２７題＋総合実践トレーニング８題＝５３
題で受験準備！！（２００４年）

837

　漱石研究の新解釈。衝撃作「青春の終焉」に続く新たな地平。精神分析、現代
思想から漱石、丸谷文学までを貫く“秘密”を論じて、読む快感の小説論！
（２００５年）

723 ふれる世界の名画集 1 日本点字図書館

12837
速読即解　英語長文
大学入試即解セミナー

宇佐美光明

　ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」、ミレーの「落ち穂拾い」、ムンクの「叫び」
など、西洋の代表的な絵画１２種を半立体化し、絵の理解を促す解説をつけた冊
子。（２０１２年）

７．芸術

9



日本点字図書館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

釧路市点字図書館

釧路市点字図書館

913 うつくしい人 西加奈子 3

910
母なるもの
近代文学と音楽の場所

　相田みつをの生きる勇気がでる３６の言葉。未発表原稿と作品収録。
（２０１１年）

911
うばい合えば足らぬ
わけ合えばあまる

相田みつを

2

8

3

　俳句は平易に愉しむもの。仲間と一緒に笑うもの。俳句を愛する著者が、俳句
の作法、歴史、今日的俳句までを軽妙に説く。上野千鶴子との対談も収録。
（２００９年）

　文芸評論で知られる著者が、日本近代文学と音楽の深遠に潜む「母なるもの」
をさぐる文学的随想。（２００９年）

911 まれびとの座　折口信夫と私

坂村真民

913 氷の人形（アイス・ドール）

高橋英夫

森村誠一

　（２０００年）

京都ライトハウス1911
詩集　宇宙のまなざし
（抜粋版）

913 うたかた橋（下） 町田誠也

　日常が続いているからこそ、その残酷さがあるからこそ、私たちは生きていけ
る。会社を逃げ出した女、丁寧な日本語を話す美しい外国人、冴えないバーテン
ダー。非日常な離島のリゾートホテルで出会った三人を動かす、圧倒的な日常の
奇跡。（２００９年）

　恋愛伝説が残る「うたかた橋」での偶然の邂逅が、切ないラヴストーリーの始
まりだった。索漠とした日々を過ごす男と、消しがたい過去を引きずる女の闇に
芽生えた恋情。二人の思いは通じ合うのか。（２００９年）

　マドンナ教師を陵辱した番長の死体を地中に埋めた３人の中学生。社会的地位
のある男に成長した彼らの前に、恩師が妖艶な美女となって現れたとき、冷たい
殺意が連鎖する…。（２００６年）

2

町田誠也913 うたかた橋（上）

池田彌三郎 5

　孤高の詩人学者、折口信夫の素顔を敬愛の念をこめて浮彫りにした愛弟子の回
想記。（１９７７年）

911
モーロク俳句ますます盛ん
俳句百年の遊び

坪内稔典 4 日本点字図書館

1

10



日本ライトハウス

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

　もうひとつの“精霊流し”。若き父の記憶は、カステラの香りとともに、故郷
の風景を連れてやってくる。あたたかな笑いの果てに涙あふれる、さだまさし真
骨頂の書き下ろし。家族小説の金字塔、遂に誕生。（２０１２年）

さだまさし

5

恋いちもんめ

913 壺霊（上）

913 4

悲しみの時計少女913

京都ライトハウス

切羽へ

谷山浩子

感傷の街角

かすてぃら
僕と親父の一番長い日

3

おーい！キソ会長

大沢在昌

　高２の木曽は生徒会副会長。ある日木曽は、怖そうなお兄さん達から、不良っ
ぽく授業はサボりがちな勝村に助けられる。盗難事件でアリバイのない勝村に疑
いがかかり…。（２０１１年）

913

岐阜羽島駅２５時

　早川法律事務所に所属する失踪人調査のプロの僕。プライベイトに、ボトル一
本の報酬で、１１年前に別れた女を捜してくれという依頼を引き受け…。
（１９９９年）

3

西村京太郎

宇江佐真理

913 井上荒野

内田康夫

　高齢の資産家の殺人事件。百五十歳までの延命を研究する謎のドクター。殺人
と長寿、相反するふたつがつながった時、衝撃の事実が明らかに！十津川警部が
不老不死の謎に挑む、最新トラベルミステリー。（２０１０年）

3

913

913

柴村仁

913

　江戸・両国広小路。年頃を迎えた水茶屋の娘の前に、何の前触れもなく現れた
若い男。彼女の見合相手と身を明かす青物屋の跡取り息子に、淡い恋心を抱き始
めた矢先、事件は起こった…。（２００６年）

5

3

4

　谷山浩子ならではの不思議な異世界的“現実”の中で展開されるユーモラスで
スリリングなストーリー。物語全体に仕掛けられた「謎」とその「意外な解
決」。時計屋敷を舞台に繰り広げられる奇想天外なファンタジー・ノベル。
（２０１０年）

　静かな島で、夫と穏やかで幸福な日々を送るセイの前に、ある日、一人の男が
現れる。夫を深く愛していながら、どうしようもなく惹かれてゆくセイ。やがて
二人は、これ以上進めない場所へと向かってゆく。（２００８年）

11



当　　館

（点字データ）

福島視覚情報サポート

センターにじ

当　　館

（点字データ）

粗茶を一服　 当　　館

損料屋喜八郎始末控え （点字データ）

日本ライトハウス

（点字データ）

日本ライトハウス

（点字データ）

日本ライトハウス

（点字データ）

　大代台高校野球部は、猛特訓よりミーティング。投げ込み、走り込み、送りバ
ント禁止。監督はゴキゲン、部長はフキゲン。そんな野球部に新人ピッチャー・
レブンが入ってきた。めざせ甲子園！と臨んだ県大会だったが…。
（２０１０年）

壺霊（下）

913

913

聖女の救済

　一本２８００字以内の世界に繰り広げられる、極限までに無駄をそぎ落とした
超濃密な“おもしろさ凝縮のブラックホール”。（２００９年）

　男が自宅で毒殺された時、離婚をきりだされていたその妻には鉄壁のアリバイ
があった。草薙刑事は美貌の妻に魅かれ、毒物混入方法は不明のまま。湯川が推
理した真相は－虚数解。理論的には考えられても、現実にはありえない。
（２００８年）

3

　浅見さん、京の女は恐ろしおすえ。忽然と消えた老舗骨董店の若夫人と貴重な
高麗青磁の壺。錦繍の古都にその行方を追う浅見光彦の前に、２０年前の祇園祭
を脅かした「事件」と、寂光院放火の謎が。（２００８年）

　甲子園初出場を果たした大代台高校野球部。彼らに与えられた舞台は、開会式
直後の第一試合。幕は切って落とされた！（２０１０年）

913 2須藤靖隆

　レブンもミスターも３年になり、チーム力も確実に向上。初の関東大会出場を
果たすも初戦敗退。帰路のバスの中で、なんとゴキゲン監督が突如辞任を発表し
…。どうなる、大代台高校野球部。（２０１０年）

どまんなか　３

内田康夫 5

ショートショートの花束　１ 阿刀田高

東野圭吾 6

　江戸の郊外のとある廃屋に、いつのまにやら棲みついていた一匹の妖怪、豆腐
小僧。豆腐を載せた盆を持ち、ただ立ち尽くすだけの妖怪の自分は…自らの存在
理由を求めて旅に出る。軽快な講談調で、小僧が出会う鳴屋や死に神、鬼火との
会話の中から現れてくる妖怪論。妖怪とは何なのか？妖怪入門書としても必読の
痛快作。（２０１０年）

913

913

豆腐小僧双六道中　ふりだし 都城点字図書館

どまんなか　１

　棄捐令による大不況にもびくともしない伊勢屋。その足を掬おうと姦計を巡ら
す井筒屋を茶会に招いた真意は何か？表題作など七篇。（２００５年）

京極夏彦

913 須藤靖隆

913

どまんなか　２

12

913 山本一力

須藤靖隆

3

2

4

12



Ｎｏ．６

（ナンバーシックス）　♯９

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

ビブリア古書堂の事件手帖 当　　館

栞子さんと奇妙な客人たち （点字データ）

ビブリア古書堂の事件手帖　２ 当　　館

栞子さんと謎めく日常 （点字データ）

ビブリア古書堂の事件手帖　３ 当　　館

栞子さんと消えない絆 （点字データ）

封殺鬼 当　　館

クダンノ如シ　（上） （点字データ）

　崩壊する矯正施設から間一髪脱出した紫苑は、瀕死のネズミを救うため市内に
突入した。そこで「Ｎｏ．６」にまつわる全てを知った紫苑は、人間の未来をか
けて「月の雫」に向かう…。近未来サバイバル小説、ここに完結。
(２０１１年）

913

　人々は懐かしい本に想いを込める。それらは予期せぬ人と人の絆を表出させる
ことも。美しい女店主は頁をめくるように、古書に秘められたその「言葉」を読
み取っていく。（２０１２年）

三上延

あさのあつこ 日本ライトハウス2

4

　鎌倉の片隅に古書店がある。店に似合わず店主は美しい。訪れる客は奇妙な客
ばかり。持ち込まれるのは古書ではなく、謎と秘密。彼女はそれを鮮やかに解き
明かしていき…。（２０１１年）

913

6

　東京都第七特別区、通称バルーン・タウン。人口子宮が一般化した世界の中
で、それでも敢えて母体での出産を望む女性たちが暮らすあらゆる犯罪とは無縁
な長閑な別天地のはずなのに…なぜか事件は次々とおきる。（２００９年）

渡辺淳一

913 三上延 4

　持ち主の秘密を抱えて持ち込まれる本。まるで吸い寄せられるかのように舞い
込んでくる古書には人の秘密、そして想いがこもっている。青年とともに彼女は
それをあるときは鋭く、あるときは優しく紐解いていき…。（２０１１年）

3

　桐子が通う女学院には、精神に変調を来す生徒が出るという噂が流れていた。
鍵を握るのは、学院の搭に潜む何者か…？伝奇のロマン三部作がついに始動！
（２０１２年）

霜島ケイ913

　遺骸はなぜ本能寺から消えたのか…。各界で話題の本格歴史ミステリー。
（２００５年）

913

バルーン・タウンの殺人 小松市点字図書館松尾由美913

913 三上延 3

7913

信長の棺

花埋み

　日本最初の女医、荻野吟子。夫にうつされた業病を異性に診察される屈辱に耐
えかねた彼女は、同じ苦しみにあえぐ女性を救うべく、様々な偏見を乗り越えて
医師の資格を得、社会運動にも参画した。波乱の生涯を克明に追う長編。
（１９７５年）

8加藤廣
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封殺鬼 当　　館

クダンノ如シ　（中） （点字データ）

封殺鬼 当　　館

クダンノ如シ　（下） （点字データ）

封殺鬼シリーズ１６ 当　　館

夢埋みの郷 （点字データ）

封殺鬼シリーズ１７ 当　　館

紅蓮天女 （点字データ）

封殺鬼シリーズ２８ 当　　館

終の神話・人祇の章 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

揺れる大地に立って 当　　館

東日本大震災の個人的記録 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

　自信を持って言います。生きていく上で役に立つようなことはいっさい書いて
いません。だって、役に立つことなんて、なんの役にも立たないと思うんです。
この一冊に、作家・角田光代の日常がつまってる。（２０１１年）

　信州諏訪が乱れ鹿島神宮が破壊された。諏訪担当は秋川家。当主・佐穂子は信
州へと飛ぶ。再び、鬼の活躍が始まる“天狗・羅睺編”新章突入！！
（１９９８年）

913 霜島ケイ 3

913 霜島ケイ

山田悠介

914

　直江兼次、十津川警部を走らす！武田信玄と上杉謙信、戦国武将を信奉する経
営者の寵臣が次々に殺された。死体を直江兼次の鎧に隠した犯人の意図は何か？
十津川警部が挑む歴史の謎。（２００９年）

復讐したい

角田光代

4

913

　２０２０年の日本では、「復讐法」に則って、家族を殺された遺族は、犯人を
殺すことができる。一息に殺すか、少しずつ傷めつけるか。（２０１１年）

3

曽野綾子

913

　絶望のなかに見出せる「光」とは…すべての日本人に捧ぐ、書き下ろし緊急出
版！（２０１１年）

3

西村京太郎

913

　鬼とともに怪異の根源を探る桐子。鬼使いの陰陽師「神島桐子」編、最終巻！
（２０１２年）

霜島ケイ 3

　「禍をもたらす」という女学生が桐子たちの前に姿を現した。一見普通の子の
ようだがその正体は…？（２０１２年）

4

913 霜島ケイ 3

妖異川中島 4

よなかの散歩914

霜島ケイ

　神と人間との壮絶な戦いの結末は…！？十一年に及ぶロングシリーズ、ついに
感動のフィナーレ！（２００５年）

　鬼無里の鬼が目覚める。鬼無里の鬼女は果たして本当に敵なのか。
（１９９８年）

913 5
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さんさんさん

障害児３人子育て奮闘記

ウーリー・オルレブ作 日本ライトハウス

母袋夏生　訳 (点字データ）
 

アーシュラ・Ｋ・ル＝グィン

中村浩美　訳

クリス・クラッチャー 日本ライトハウス

西田登　訳 (点字データ）

シャーマン・アレクシー 日本ライトハウス

さくまゆみこ　訳 (点字データ）

ジェイン・レズリー・ユンリー 日本ライトハウス

尾崎愛子　訳 (点字データ）

あきらめないで　 マルティナ・アマン作 日本ライトハウス

白血病と闘ったわたしの日々 本田雅也　訳 (点字データ）
 

933 彼女のためにぼくができること 4

　ひと夏を、母親と共に渓谷の丸太小屋で過ごすことになった姉弟。ある時、二
人の前に、森林管理者と名乗る老人が現れ…。（２００８年）

佐々木志穂美

933

2

916 2

　ドイツの少女マルティナは小学校に入学してすぐ、急性リンパ性白血病を発
病。入院闘病を経て病気を克服したマルティナは、１８歳を迎えた記念に闘病記
を執筆。（２００９年）

　インディアンとして、保留地で生まれ育った“オレ”。ある日、オレは保留地
を出て、白人のエリート学校に通うことを決意した。それは一つの冒険であり、
大きな発見だった…。（２０１０年）

2

4

933 4

　外見上のハンディと頭の回転のよさという共通点を持つエリックとサラ。二人
は、固い友情で結ばれているが、ある日…。ティーンの孤独と現代社会をえぐり
出すように描いた愛と勇気と友情の物語。（２０１１年）

日本ライトハウス

　いかなる運命のいたずらか、授かった３人の息子はみな障害を持っていた。事
件の連続のような日常から、ユーモラスな筆致で宝石のような瞬間を掬い上げ、
「障害は不幸のモトではない」ことを教えてくれる珠玉のエッセイ。
（２０１１年）

　９歳のミハエルは、両親から「年とったおじいちゃんと暮らしたい」と言われ
て、アメリカからエルサレムへ引っ越す。むかし、骨董屋だったおじいちゃん
は、なんでも修理できる黄金の腕の持ち主でそのうえ、不思議な力を持っていて
…。（２０１０年）

釧路市点字図書館

946 4

どこからも彼方にある国

933
はみだしインディアンの
ホントにホントの物語

929 くじらの歌

　－　外国文学　－　

ほとばしる夏

　人とのコミュニケーションが苦手なオーウェンは、ある雨の日、作曲家を目指
すナタリーと出会う。ナタリーとは話すことができたけれど、ある時、一人の女
性として意識し始めたことから二人の友情の歯車がかみ合わなくなり…。
（２０１１年）
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ステフィとネッリの物語　１ アニカ・トール

海の島 菱木晃子　訳

ステフィとネッリの物語　２ アニカ・トール

睡蓮の池 菱木晃子　訳

フランソワーズ・サガン

河野万里子　訳

戦争を取材する

子どもたちは何を体験したのか

外国から来た魚

日本の生きものをおびやかす魚たち

下山紀夫

太田陽子

リサ・グラフ

武富博子　訳

ジョーン・エイキン　作

こだまともこ　訳

日本ライトハウス

J451

Ｊ．児童文学

J319

日本ライトハウス

親子で読みたいお天気のはなし

ウィロビー・チェースのオオカミ

山本美香

4

　第ニ次世界大戦初期。ナチスの迫害を逃れるために、幼いユダヤ人姉妹がオー
ストリアの両親の元からスウェーデンの小島の漁師町へ。慣れない異国の地での
一年を描く。（２００６年）

949 3 日本ライトハウス

3

日本ライトハウス

　仲の良い兄を病気で亡くしたアニー。心のバランスを崩した少女が、家族と共
に大切な人の死を受け入れようとする姿を丁寧に描く。（２０１０年）

J908 アニーのかさ

　ウガンダの元少年兵がリハビリセンターで人間らしい感情を取り戻して行く様
子など、直接取材を元に世界各地の内紛を紹介。紛争の原因や、紛争が続いてい
る理由についてもまとめられている。（２０１１年）

　天気のメカニズムから防災まで、気象庁天気相談所元所長と現役理科教師がわ
かりやすく、安全対策などにも触れながら解説。日常生活に密着する気象現象を
説明した点図入り。（２００９年）

J487

3

　水中カメラマンである著者が、撮影を通して目の当たりにした日本の水中の現
状とは？大量の外国の魚に占領されている日本の川や湖の水中の様子を伝える。
（２０１０年）

日本ライトハウス

　舞台は架空の時代のイギリス。広大な屋敷ウィロビー・チェースの一人娘ボ
ニーの前に、ある日、住み込みの家庭教師が現れる。両親が不在の屋敷で、次々
と陰謀の渦に巻き込まれていく。（２００８年）

J908 4 日本ライトハウス

松沢陽士 2

949

　スウェーデンにやってきて１年。戦争の影が色濃くなっていくなか、異国の地
で迎えた姉ステフィの青春を描く。（２００８年）

2 日本点字図書館

日本ライトハウス

　南仏の海辺の別荘を舞台に繰り広げられる愛の悲劇を通して、青春特有の残酷
さを見事に捉えた、著者のデビュー作。半世紀を経た新訳。（２００９年）

2

953 悲しみよこんにちは
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西尾哲夫　訳・再話 日本点字図書館

茨木啓子　再話 （点字データ）

ジーン・ユーア　作

渋谷弘子　訳

1

　ピピンとトムトムは大の仲良し。二人の将来の夢は、テレビの、「怪盗ダンダ
ン」になること。そんな二人が、１００歳のおばあさんチェントさんと一緒に、
真夜中に聞こえてくる怪しい物音の謎を追うことになりますが…。
（２０１１年）

　学校も家も居場所がない！みんな何もわかってない！でも、わたしはシェイに
出会った…。内気なルースと自信家のシェイ、正反対な二人の友情物語。
（２００９年）

3

J908

2

J908

おはなしのろうそく　２５・２６

日本ライトハウス

1

1

J908 日本ライトハウス

　幼児から小学中・高学年まで楽しめる世界各地の昔話等１０話を収録。指遊び
「ブラックさんとブラウンさん」では、指の動かし方の点図入り。
（２００４～２００８年）

東京子ども図書館　編

親子で楽しむこども俳句塾

　小学生のかりんちゃんの家に、ひいおばあちゃんから譲られたひな人形たちが
やってきました。その日の夜中、かりんちゃんはひな人形たちが楽しそうに動き
回っている様子を目撃してしまいます。すると…。（２００９年）

　２０ＸＸ年、地球に広まった正体不明の病原体から逃れるべく、いつ終わるか
わからない旅に出発した人々がいた。１２歳のヒロシは、地球のことを知らない
「船生まれ」の子ども。午前中は教室で勉強、午後は農場で食糧となる作物を育
てるのが日常だったが、ある日…。（２０１０年）

こぎつねコンとこだぬきポン

J908

J908

森下一仁 日本ライトハウス「希望」という名の舟にのって

日本ライトハウス1古田足日　作おしいれのぼうけんJ908

　昼寝の時、ミニカーの取り合いをしたさとしとあきらは、保育園の押入れに入
れられる。そこで二人は不思議な世界を冒険する。（１９７４年）

日本ライトハウス

　名句鑑賞や俳句の基本ルール紹介のほか、俳句づくりの手順やポイントなどを
丁寧に解説。もっと身近に俳句を感じることができる一冊。（２０１０年）

松野正子　文 日本ライトハウス

なかがわちひろ　作

大高翔

J908 かりんちゃんと十五人のおひなさま

3

　谷川をはさんで、こっちの山のきつねの家の女の子コンと、向こうの山のたぬ
きの家の男の子ポンは、ある日、崖っぷちで出会い友達になりました。親たちは
昔から睨み合っているので許してくれませんが…。（１９７７年）

J908

こどもに語る
アラビアンナイト

シュガー＆スパイス 日本ライトハウス

2
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Ａ・Ｃ・ティードホルム　編

うちたあつこ　訳

ビル・ハーレイ　作

日当陽子　訳

ジョージ・セルデン　作

吉田新一　訳

ディック・キング＝スミス　作

石随じゅん　訳

クリス・ダレーシー　作

渡邉了介　訳

キャサリーン・ストー　作

掛川恭子　訳

ロバート・デイヴィス

瀬田貞二　訳

日本ライトハウス

日本ライトハウス

ポリーとはらぺこオオカミ

J908 4

　ぼろぼろのどこか悲しげなテディベアを気に入ってしまったぼく。アンティー
クのクマの謎をめぐり、家族との絆や初恋をユーモアを交え温かく描いた物語。
（２０１０年）

J908 1

日本ライトハウス

1

2

松岡享子　作

日本ライトハウス

日本ライトハウス

　子ネコのアリストテレスは冒険好き。ネコには９つの命があるから怖くないけ
れど、いろんな冒険をやらかして、命は一つ減り、二つ減り…。ピンチのときに
助けてくれる魔女とネコのハラハラドキドキの物語。（２００８年）

　偶然ニューヨークにやってきたコオロギのチェスター。このチェスターが
ニューヨーク中に一大旋風を巻き起こすなんて…。（２００４年）

J908 1

　不思議な話、笑える話、こわい話など、スウェーデンの風土に育まれ、古くか
ら伝わる森の昔話１２話を収録。（２００８年）

J908 日本ライトハウス

J908
ポルコさま　ちえばなし
スペインのたのしいお話

2 日本ライトハウス

　昔、スペインに「ポルコさま」とよばれ、みんなの信望を集めていた知恵のあ
るブタが住んでいました。人間でもけものでも、困ったことがあればポルコさま
に助けてもらえるのです。ある小雨の夜、ポルコさまの家に…。（１９６４年）

　はらぺこオオカミが、一人で留守番をしている女の子を食べてやろうと知恵を
しぼり、「赤ずきん」や「７ひきの子ヤギ」のまねをして大奮闘。おっちょこ
ちょいのオオカミと賢いポリーのお話。（１９７９年）

ネコのアリストテレス

ぼくんちのテディベア騒動

スウェーデンの森の昔話

ダリウスが飛んだ！

天才コオロギニューヨークへ

なぞなぞのすきな女の子

　なぞなぞあそびの大好きな女の子とはらぺこのオオカミが森でぱったり出会
う。オオカミが、うまそうな女の子と舌なめずリしたとたん、女の子になぞなぞ
を出されてオオカミは大弱り…。（１９７３年）

J908

3 日本ライトハウス

J908

1

　熱気球で小旅行に出かけたパパが行方不明になり、意地悪なインガおばさんの
家で暮らすことになったダリウス。暗い日々を過ごしていたが、ある日…。
（２００９年）

J908
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マルセル・エーメ　作

さくまゆみこ　訳

ディック・ブルーナ　文・絵　

いしいももこ　訳　

ディック・ブルーナ　文・絵　

いしいももこ　訳　

中川李枝子　作

大村百合子　絵

渡辺茂男　作

山本忠敬　絵

　３才～。きのうもきょうもずーっとあめがふっています。そらまめくんたちは
あまやどり。「これじゃそとであそべないよ」「はやくやまないかなあ」。
（１９９４年）

Ｅ．絵　本

　１才～。お父さんと動物園に出かけたうさこちゃん。珍しい動物達と遊んで大
喜びです。（２０１０年）

なかやみわ　作・絵

1 当　　館

1 当　　館

そらまめくんとめだかのこ 1 当　　館

5 日本ライトハウス

　戦乱激しい南宋時代末期。「焼き物の技術を学びたい」という父の夢に引きず
られ、父と共に日本から宗へ渡った少年、希龍。苦難の道程を経て、焼き物の地
にたどり着いた二人の前に、龍のような巨大な登り窯が現れた。（２００９年）

J908 中川なをみ　作

Ｅ

日本ライトハウス

　言葉を話す動物たちと幼い姉妹が繰り広げる、おかしなおかしな物語。
（２０１０年）

ゆかいな農場

Ｅ

　３才～。うちわに下駄、ながい鼻…てんぐちゃんの持ち物を何でもほしがるだ
るまちゃん。（１９６７年）

加古里子　作・絵

龍の腹

　４才～。消防自動車じぷたは小さいため相手にされません。ところがある日…
がんばれ、じぷた！（１９６３年）

だるまちゃんとてんぐちゃん 1 当　　館Ｅ

ぐりとぐらのおきゃくさま

Ｅ しょうぼうじどうしゃじぷた

　１才～。お父さんの車で海へ出かけたうさこちゃん。貝拾い、水遊び…くたび
れるまで遊びます。（２０１０年）

Ｅ うさこちゃんとどうぶつえん 1 当　　館

Ｅ うさこちゃんとうみ 1 当　　館

J908 3

　３才～。ぐりとぐらが雪の上に見つけた足あとは、自分たちの家までつづいて
いました。（１９６６年）
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ディック・ブルーナ　文・絵　

いしいももこ　訳　

ノンタン！サンタクロースだよ

ノンタンあそぼうよ　⑦

ディック・ブルーナ　文・絵　

いしいももこ　訳　

ちいさなうさこちゃん 1

　１才～。雪の中であそぶうさこちゃん。寒くてないている小鳥にはおうちを
作ってあげました。（２０１０年）

当　　館

　３才～。クリスマスプレゼントを待ちきれないノンタン。家をとびだし、サン
タを探しにでかけます。（２００８年）

Ｅ ゆきのひのうさこちゃん 1 当　　館

1Ｅ キヨノサチコ　作・絵

　３才～。だれか起きていないかな？夜なのにねむくないノンタンは、まっくら
な外をお散歩します。（２００８年）

Ｅ
ノンタンおやすみなさい
ノンタンあそぼうよ　②

1 当　　館キヨノサチコ　作・絵

Ｅ

　１才～。ふわふわさんとふわおくさんに赤ちゃんが生まれました。うさこちゃ
んシリーズ第１作。（２０１０年）

当　　館

20
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形　態 タ　イ　ト　ル　（内　容） 発　行　所

月　刊 コメディカルの友（鍼灸按摩マッサージ指圧師対象記事） 岡山ライトハウス

月　刊 鍼灸の世界－豊桜（一般医学記事） 桜　雲　会

月　刊 新生（文芸） 愛媛県視聴覚福祉ｾﾝﾀｰ

月　刊 点字の友（医学関係・俳句等） 東京点字出版所

月　刊 やまびこ（大衆週刊誌より抜粋） 名古屋ライトハウス

隔月刊 点字厚生（視覚障害関連の情報） 日本盲人会連合

年４回 盲導犬情報（盲導犬関係情報） 全国盲導犬施設連合会

年４回 ふれあいらしんばん(国の行政を伝える） 内閣府

年２回 ワールド・ナウ（世界の視覚障害者関連ニュース） 日本盲人会連合

逐次刊行物（点字雑誌）


